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【Global Apparel Company】Frontend Engineer
Great benefits and Flextime

募集職種
人材紹介会社
スキルハウス・スタッフィング・ソリューションズ 株式会社
求人ID
1038370
会社の種類
大手企業 (300名を超える従業員数)
勤務形態
正社員
勤務地
東京都 23区
給与
600万円 ~ 1400万円
勤務時間
Flextime
休日・休暇
Saturday, Sunday, and National Holidays, New Year Holidays, Paid
更新日
2020年11月15日 01:00

応募必要条件
職務経験
3年以上
キャリアレベル
中途経験者レベル
英語レベル
ビジネス会話レベル
日本語レベル
基礎会話レベル
最終学歴
専門学校卒
現在のビザ
日本での就労許可が必要です

募集要項
A global apparel company's EC web application team is seeking a passionate engineer who can lead the team to develop
applications with robust operational structure.
Their mission is to apply the latest web technologies globally, making use of best practices. They also develop new features
to improve customer experience and influence the industry continuously.
In addition to web fundamentals, you will design scalable architecture with an open mind. They are building a system that
handles a high volume of incoming traffic with their rapid business growth, following the internal cloud and infrastructure
policies.

スキル・資格
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‐ JavaScript development experience for web applications
‐ Experience in SPA development with React, Redux, and Webpack, using REST or GraphQL APIs.
‐ Experience in static type checking in JavaScript (Flow or TypeScript)
‐ Experience in unit testing implementation in JavaScript (Jest, etc)
‐ Experience working with ESLint and in depth understanding in frontend performance optimization (Critical Rendering Path,
Code Splitting, Tree Shaking etc.)
‐ Ability to design frontend architecture
‐ Backend development experience

会社説明
スキルハウスは、ITに特化した人材紹介・派遣会社です。
IT分野の人材紹介、人材派遣、アウトソーシングを行っております。
クライアントには日系・外資系の大手企業も多く、開発、ネットワーク、管理職、ITサポートの各職種で数千人規模の登録者を有しており
ます。
主に首都圏エリアの日本/外資企業でのIT関連ポジションを幅広く扱っております。
スキルハウスでは、職務経験また国際色豊かなコーディネーターより求職者のキャリアゴールサポートを行います。次へのキャリアパスを
求職者の技術面だけでなく、求職者の性格、また企業環境の希望など多方面からお話をお伺いします。またスキルハウスでは、ベスト
マッチしたポジションをご案内し、経歴書作成からミーティング準備、オファー交渉まで採用プロセスにおいての各ステップにてお手伝
いいたします。是非一度お問い合わせください。 一人一人のご希望と、ご経験に基づくご案内はもちろん、自分では気づかなかった
可能性を広げるようなコンサルティングをご提供いたします。

Skillhouse support your next career move.
Our Coordinators are multinational, and come from varied backgrounds including IT training, human resources and
technology. We consult with you on your career path, considering criteria such as your interests, technical skillset, personality
and preferred company environment. We introduce you to the best opportunities with our clients, and assist you in every step
of the hiring process, from resume and interview preparation to offer negotiations. We truly hope to support you for your next
career goal. We are looking forward to hearing from you!

